
今週のみことば  

そして、毎日、心を一つにして宮に集まり、家々でパン
を裂き、喜びと真心をもって食事をともにし、  

             （使徒2：46） 
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・聖霊降臨日・同時配信礼拝（ライブ配信礼拝）   
 
 
                      
 
  

      同時配信礼拝 11:00（中央会堂） 
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キリエ、聖霊なる神よ 

（J.S.バッハ） 

新聖歌 143 いとも尊き（1節のみ） 
司 会 者 

新聖歌 p.826参照 

 
ヨエル 2：25‐29 

賛美歌 21 55 人となりたる神のことば（2節のみ） 
 

使徒 2：40‐47 
 

「日々、家々で」 
小野信一牧師 

 
新聖歌 434 語り告げばや（3節のみ） 

 
一 同 

 
新聖歌 60 天地こぞりて 

小野信一牧師 

受 付 
アッシャー 

 三上隆史執事  
金子玲子姉 関根あかり姉 

 
このように、あなたがたの光を人々の前で輝

かせなさい。人々があなたがたの良い行いを

見て、天におられるあなたがたの父をあがめ

るようになるためです。（マタイ5:16）    

2020 年度のみことば 
nenn 年度のみことば 

お知らせ （詳しくは p.5参照） 

１． 本日は、聖霊降臨日です。本日の礼拝も、「同時配信礼拝」としてささげます。 

２． 本日から、少しずつ、「集まる礼拝」の再開に向けて、段階を踏んで進めます。（p.5参照）  

6月 28日まで、「同時配信礼拝」を行い、7月から 3会堂の礼拝を再開する方向です。 

３． 来主日から、JY礼拝を再開します。  

４． 祈り会は、6月から再開します。 

５． 来主日は、6月第一週ですが聖餐式はありません。定例委員会・定例執事会の日です。 

６． 6月 6日に予定していた結婚式は、延期となりました。 

７． 本日、月間カレンダー・奉仕表を発行します。ご確認下さい。 

８． LSC とめぐみ幼児園の再開の予定が決まりました。 
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＜☆5/29 メール発信＞  

春日部福音自由教会の皆さんへ：「共に集まる礼拝」再開への第一歩 
頌主 

 お元気でしょうか？ 5月が終わろうとしています。 

 

 次の日曜日が、「共に集まる礼拝」再開への第一歩となります。 

 5/31から 6/28まで、同時配信礼拝を続けます。 

 段階的に集まる人数を増やし、状況を見て可能ならば、7月 5日から 3会堂での礼拝を再開すること

を目標とします。 

 

 ＜第 1段階＞の 5/31は、「YouTubeで同時に礼拝ができない方」に限って、中央会堂に少人数おい

でいただくところから始めます。これまでの配信礼拝奉仕者等 10名以下に、プラス 10名程度と考えてい

ます。 

 （すでに個別に連絡がとれた方もありますが、それ以外の方で礼拝堂での礼拝出席を希望される方は、

お知らせいただければ助かります。） 

 

 家で YouTubeで同時に礼拝できる方は、もうしばらく家にとどまってください。 

 YouTube で同時に礼拝をできない方の中には、高齢者もおられます。決して、無理をしておいで下さい、

ということではありません。 

 これからも、別の方法で届けることを続けます。体調が心配な方は、同時礼拝ができなくても、なお家に

とどまって下さるようお願いします。 

 

 礼拝堂に来られる際には、検温をお願いします。できれば毎日、体温を測りましょう。少しでも体調の変

化を見つけやすくなるでしょう。 

 

 祈り会は、6月から再開することにします。再び集まって祈り始めましょう。 

 

 「集まる礼拝」再開へのプロセスの＜第 2段階＞として、 

6/7から、中央会堂の約 20名に加えて、丘の上で 10名以内、庄和で 10名以内程度が集まって、「同

時配信礼拝」をささげるようにしたいと思います。 

 順次少しずつ人数を増やしながら「同時配信礼拝」を 6月中は続け、7/5から、3会堂礼拝を再開する

ことを目指します。 ※状況を見て、変更があり得ます。  

 

 ※「集まる礼拝」再開の過程の中で、礼拝堂に少しずつ集まるのと並行して、「家々で集まる」ということ

をできないだろうかと考えています。 

近所同士など、家族＋数名程度で、「家々で」集まって、一緒に「同時配信礼拝をささげる」というアイデ

ィアです。 

もちろん、必要以上に感染リスクを増やすことはすべきでなく、無理をして行うものではないことは言うまで

もありません。＜無理せず、少人数、短時間で。密を避けて。＞  

 

 一歩、一歩、変わらない真実なる主が、私たちの歩みを導いてくださいますように。 

聖霊降臨日、共に礼拝をおささげしましょう。 

                   在主 2020年 5月 29日 春日部福音自由教会 牧師 小野信一  
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お知らせ (詳しい内容) 

１．本日は、聖霊降臨日です。本日の礼拝も、「同時配信礼拝」としてささげます。 

２．本日から、少しずつ、「集まる礼拝」の再開に向けて、段階を踏んで進めます。本日は、「家で同時に

礼拝をささげることができないメンバー」に限って、少人数が中央会堂に集います。 

来主日は、丘の上・庄和会堂にもそれぞれ 10名程度が集まって、「同時配信礼拝」をささげる予定で

す。  

6 月 28 日まで、「同時配信礼拝」を行います。その間、段階を追って礼拝堂に集まる人数を増やして

いき、7月から 3会堂の礼拝を再開する方向です。 

３．来主日から、JY礼拝を再開します。同時配信と礼拝堂での出席を並行して行います。 

４．祈り会は、6月から再開します。今週木曜日 10:30中央、丘の上祈り会、20:00丘の上祈り会が持た

れます。 

５．来主日は 6月第一週ですが、聖餐式はありません。 

 来主日は、定例委員会・定例執事会の日です。オンラインで会議をするなど、各委員会対応でお願

いします。 

６． 6月 6日に札幌で行う予定としていた結婚式は、コロナウイルスの影響を考慮し 10月 17日に延期

となりました。 

７．本日、月間カレンダー・奉仕表を発行します。ご確認下さい。 

８． LSCは以下のように再開していく予定です。 

6/7（日）から LSC幼児科(9:15)  6/14（日）から中央 LSC(9:00)、庄和 LSC(13:00) 

めぐみ幼児園については、以下の通りです。お祈りをお願いいたします。 

  

めぐみ幼児園 再開のお知らせ 

 

緊急事態宣言が解除され、6/３（水）からめぐみ幼児園の新学期をスタートさせること

になりました。 

段階的に降園時間を伸ばしていき、6 月 22 日ごろからお弁当を開始できたらと思って

います。 

1 学期に予定していた多くの行事が中止となってしまいましたが、6 月 29 日に内牧公

園に親子で出かける「初夏の遠足」を新たに企画しました。 

 

幼児はどうしても遊ぶときに密になってしまいがちですので、きめ細かい感染防止の

配慮が必要になってきます。どうぞ引き続き園児のため、教師のためにお祈りいただ

ければと思います。よろしくお願いいたします。 〈小谷〉 
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   今週の予定 

本日 
5/31（日) 

11:00同時配信礼拝 
△ 丘の上コイノニアデー 
△ 丘の上信徒会 
×洗礼式 →延期 
×19:00ふれサン →なし 

6/1（月）  

6/2（火）  

6/3（水） 
めぐ幼：新学期始まり 
11:30降園 

6/4（木） 
10:30中央祈り会（小野師） 
10:30丘の上祈り会（山田師） 
20:00丘の上祈り会（山田師） 

6/5（金）  

6/6（土） 結婚式→10/17に延期 

来聖日 
6/7（日） 

◎9:00JY礼拝 〇9:15 LSC 幼児科 
◎11:00同時配信礼拝（ライブ配信礼拝） 

中央スタッフミーティング中止 
14:00丘の上メンテナンスチーム 

ミーティング（丘の上） 
14:00委員会 16:00執事会 

先週(5/24-5/30)出席人数 

礼拝 祈り会 LSC 

中央 8 中央午前  中央幼  

  〃 水曜  中央小  

  
丘上午前 
オンライン 

8 丘の上  

JY 

中  
〃 午後 
オンライン 

3 庄和   

高  庄和午前  わくわく  

大人  
庄和午後 

 
ＥＬＣ 

オンライン 
12 

ふれサン    書道  

家で礼拝 77     

合計 85 合計 11 合計 12 

お誕生日おめでとうございます。 
 

一週一祷 
●伝道・教育委員会 延期となった洗礼式が最もふ
さわしい時に実施出来るように。また、受洗希望者
の信仰が守られますように。 
●教会学校委員会 悩みや心配を抱えている子ど
もたち・中高生たちに、主が励ましを与えてくださるよ
うに。 
●めぐみ幼児園 新学期のスタートが守られますよう
に。 
●会計委員会 昨年度の会計報告が速やかに報
告できますように。 

●福祉委員会 自粛が長期化し厳しい状況が続
いています。主に委ね落ち着いた生活をすること
ができますように。 
●音楽委員会 奏楽者がそれぞれ必要な備えを
して賛美の奉仕ができますように。 
●社会委員会 治療にあたっている医療施設に
必要な物資が確実に届けられ多くの命が救われ
るように祈りましょう。 
●ELC  この環境の中で困難を覚える方々に神
様の助けがありますように。 

中央会堂 

〒344-0067 春日部市中央1-51-7 
［礼 拝］ 

JY礼拝 (中高生) 日曜午前  9:00 

礼 拝 （一 般）   〃  午前 11:00 

夕拝   午後  7:00 

 [教会学校] 
幼稚科       日曜   午前  9:15 

小学科       日曜  午前  9:00 

〔祈り会〕 
木曜日 (一 般)  午前 10:30 

水曜日 (一 般)  午後  7:30 

丘の上記念会堂 

〒344-0045 春日部市道口蛭田15 

☎ 048-754-7683  
［礼 拝］ 

礼 拝 日曜   午前 11:00 

〔祈り会〕 

木曜日 (一般)   午前 10:30 

木曜日 (一般)   午後  8:00 

庄和会堂  

☎ 048

［礼 拝］ 
礼 拝        日曜  午前 9:00 

〔祈り会〕 

木曜日 (一般)       午前 10:30 

[教会学校] 
小学科    日曜   午前 11:00 

 

春日部福音自由教会 
Kasukabe Evangelical Free Church 

電 話  048-735-4765 
    ＦＡＸ 048-735-4726         

集会のご案内 
E メール info@kefc.jp 

ホームページ http://kefc.jp 


